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動目標や︑実施要綱などをきめ
ました︒次代をになう青少年の

健全育成は︑みんなの願いで

▽五つの目標

のとおりです︒

の徹底

動を推進する︒

鋸墾離難ど謹

育に支障のない範囲で一般に開

放し︑青少年がスポーツの場と

亭故防止の指導体制を強化し︑

⑤交通安全の指導については︑

める︒
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③地域子ども会の育成にっいて

づくり運動の中で推進する︒

あいさつ運動を展開する︒母子 ける︒PTAなど各種団体の会

の日﹂の普及をはかる︒村民の とおして︑規則を守る習慣をつ

の徹底については︑明るい家庭 いては︑毎月第三日曜日﹁家庭 じて︑家庭においてはしつけを

②子どもの言葉︑服装︑しつけ ④明るい家庭づくりの推進につ 学校においては︑教育活動を通

して利用できるようにする︒

木

× （（（（

×

る

あ

る

か

しでの

会

一般有志父兄からも子ども会育

条文の整備︑退職所得に係る村
民税の特別徴収税額表の改正た
ぱこ消費税に関する特例条文の
一部改正がなされたものである

▽新潟県市町村交通災害共済組

／／海哩庖器

にしたもの︒

負契約などについて慎重審議し 合の設豆に中里村も加わること

れた主な議案は次のとおり︒

午後三時過ぎ敵会した︒付議さ

十日町税務署に於いては︑こ
れからも気軽るに相談においで

るが︑相談日は毎月三回︑■五日

下さいと納税者に呼びかけてい

十五日︑二十五日︵但し当日が

となっている︒誰でもいくらか

休祭日にあたる時はその翌日︶

決を図り︑税法上認められる有 は︑税金について疑間や苦情を

成人式

青色申告の手続きなど国税のこ

地家屋譲渡︑相続︑贈与等の間題

ま玄︒なお今年度成人式該当者

当者には︑近日中に通知を致し

んでいる︒

に︑納税者の積極的な利用を望

利な事項を積極的に知らせるた もっていると思われるが︑知ら
▽工事請負契約については︑四
めに設けられたものである︒土 ないで損をすることのないよう
▽四＋二年度一般会計補正予算 十年災害の重地︑牧畑頭首工復
については︑前年度最終回第九 旧工事について重地頭首工六千

回目︒総額四百三十万円の追加 七百六十万円︑牧畑頭首工四千
補正を専決処分したもので︑才 五ヤ七万四手円を鹿島建設株式

七月十日に

は︑昭和二十二年四月二日から
議会の議決を得たもので︑工期
昭和二十三年四月一日までに生
はそれぐ四十四年三月二十日
中里村では︑出稼ぎや農繁期
れた人で村内に居住している人
の関係から︑夏に成人式を行な
までとなっている︒
です︵但し村外︑県外に就職し
なおこのほか︑四十三年度初 うようになって今年で五年目︒
ている中里村出身者で︑希望者
の定例会であったので︑田沢小 今年も例年どおり七月に成人式 は参加できる︶又毎年四回くら

入においては︑土倉倉下線道路 会社と請負契約を締結するため
改良事業債三百七十万円︑農業

円︑公共土木施設災害復旧事業

施設災害復旧事業債増分十万

債増分五十万円を︑才出におい
て予備費に組入れたもの︒

とりやめ︑成人式当日記念購演

いおこなわれてきた成人講座は

七月十日に行なう予定です︒該 をしていただく予定です．

いろいろの事情で今年は平日の

▽村税条例の一部改正について ブール建設等についての一般質 を行なう準傭をしておりますが

︻写真は村議会のようす︼

は︑小規模企業共済掛金控除額 間がおこなわれた︒

を加えたこと︑軽自動車税関係

とならなんでも相談できます︒

TA︑婦人会の学習活動をすす 1通安全の啓発をする︒

かめるため︑家庭教育学級︑P 止等の講習会を開き・村民に交

理解し︑両親としての自覚をた においては︑交通規則︑亭故防

生徒会活動を通じて子どもたち は︑PTA︑学校︑児童委員が
衛
生と健康管理の知識を普及し 合を通じ交通安全の趣旨徹底を
が自主的にスポーツに親しむ機 中心になって育成運動を推進し
母子の健康をまもる︒子どもを ・はかる︒村交通安全対策協議会

る︒学校においては︑児童会︑
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三十日午前九時より役場議場に

第二回定例村議会は去る五月

③地域子ども会の新規設置︑育
才二回定例村
成
議会開かる

す︒村内関係機関︑団休はもと ④明るい家庭づくり運動の推進

夏婆全の羅

より︑全村民のみなさんから関

霧欝聡て毫中癩繕繕婆羅機鐸灘壱
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招集され︑会期一日の日程で四 合の設立については︑住禺の交
五の日の﹁税の相談日﹂が全
は︑公民舘︑休育協会︑青年会 十二年度会計補正予算専決処分 通事故災害についての相互救済
けています︒
国の税務署に設けられてから︑
四＋三年度青少年健全育成運 婦人会︑事業所等において各種 の承認︑村税条例の一部改正︑ を行なうため︑交通災害共済の
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開催し︑四十三年度健全育成運 ②子どもの言葉︑服装︑しつけ 会をつくり︑子ども会活動を育

三日︑今年度第一回目の会議を ①青少年のスポーツ振興

長高橋幸作村長︶は︑去る六月

中里村青少年問題協議会︵会

みんなで推進しよう
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田前期の
病虫目虫対策
う︒

︿防除対策﹀

る︒

多発の危険がある︒

苗は除去する︒

③補植は早目に完了し︑不用の

ととのえておくこと︒

どのようなものを使っている
か︑どの程度のものを食べてい

たらよいかの︑一つのヒントと

事で回復を計るように工天して
万五千円に︒

十三万二千五百円←百五

・扶養義務者五入の場合〜九

十七万円←六十四万円に

・扶養義務者○人の場合ヒ五

扶養義務者所得制限額

万円︶

︵子等一人についての加算額七

円←二十八万円に︒

度︑散布量︑散布回数を考慮す
一る・

度額十二万九千五百円︒

国民は幸福な生活を送るのに

ていると憲法で保瞳していま

必要な権利すなわち人権を膏し

す︒皆さんはこの権利をおかさ

このたびそのような間題その

れていませんか︒

他法律上のいざこざで翁困りの

方々のためにつぎのとおり相談

対秘密にされます︒どうぞ気軽

②民事︑刑事︑その他の一般
法律間題

③法律扶助について

1おしらせー

郡市社会教
育大会
7月21日田沢小で
きたる七月二十一日の日曜日
に︑中里村田沢小学校に胸いて

す︒講師は︑毎日新聞論説委員

六月二十五日︑午前十 郡市社会教育大会が開催されま

時から午後三時まで
村松喬先生︵﹁教育の森﹂の著

楽団演奏

シルキークイン

桑原貞子先生

名氏隠芸多数

記念講演

体験発表 先輩就職者︑二名

十日町商工会議所会頭

織物組合埋事長

来賓祝辞県知事

加して下さい︒

参加できますから︑おおぜい参

年会︑学級グルーブどなたでも

弁護士︑人権擁 者︶です︒婦人会︑PTA︑青

中里村役場

◎相談担当者

①人権侵犯に関する問題

学卒就職者激励の集い

昭和弔年

年金の受給者は︑その証書を持

鑑乙戸籍関係の手数料金︑公的 ◎相談内容

満七十才の日がきましたら印 護委員︑法務局職員等

万四千円︒

◎本人所得制限額u二十六万 ◎普通扶助料︑恩給の限度額二 ◎場所

年五月から︶

①所得制限の緩和︵昭和四十三 年金関係の年金をうけている限 ◎日時

③戦争公務による抹助料︑遺族 にお出かけ下さい︒

二万六千四百円︒

二千円←二千二百円に年額 所を設けます︒相談は無料で絶

一部改正のおしらせ
こんど成立した改正法のおも

無料淋鮨相談所開設

すると第二世代の多発生源とな 地などの晩植になるところでは 情報に注意し︑集団防除体制を 参して福祉年金の裁定請求の届出をして下さい︒

︿防除対策﹀

散布を実施する︒

あるところでは︑予防的な薬剤 勢に応じて薬剤の種類︑散布濃

につとめる︒特に多発の危険の ④薬剤防除は早目に実施し︑病

④一斉集団防除が望ましいが︑

の注意を守ること︒

共同防除ができない場合は前記 ①ほ場をよくみ廻って皐期発見

︹二︺葉いもち

とになっているが︑現在の段階
では次のことが予想される︒

巾がせまいので︑とくに適期防︑ ︿発生予想﹀

や多目の発生が予想されるが︑

なものはつぎのとおりです︒
に粒剤使用地域では処理適期を ②発生量〜平年並で局部的にや ◇福祉年金関係

の献立表は役豆たない︑などと

ただいたなら︑家族の栄養がつ

捨て去ってしまった万はありま していただき︑叉型紙といして
せんか︒

農繁期を働らき通し︑夏冬を ねにどの程度にあるかという推
無事に過せる体力を保って行く 定がつきます︒夏を健康で迎え

ても必．要であるということで︑

十日町商工福祉会舘で
今年︑中学校︑高校卒業者で く御参加下されたくお願い申し

◎老令福祉年金5月額千六百 就職された人達に職場への勤労 上げます︒

費

一人百円

お礼の言葉︑就職者代表

中里村商工会事務局

働く青少年の仲間づくりと︑

青年学級生募集

プ活動

たのしいグルー

します︒

引率いたします︒

なお当日は︑商工会事務局員が

組合に濁申し込み願います︶

︵十日町織物組合加入の業者は

申込場所

円←千七百円に年額二万四 と喜びを一層高めるために昨年 ◎日時 六月二十日午後五時よ 会
◎障害福祉年金〜月額二千五 どいを左記の通り実施すること ◎場所 十日町商工福祉会舘

り八時三十分まで

になりました︒宮公庁をばじめ ◎ブログラム

より実施しております激励のつ

各商工業者の御理解ある御協力 開会摂拶

百円︒

多忙とP︐駄思いますが︑部落の支

百円←二千七百円に年額三

︐発展するも衰退するも今年が

年目が一番大切な時期だとか︑

村山謙吉

雇用促進協議会長

部長ぐ．んこ計画をたて︑食生活

母子・進母子福祉年金〜月額 幽をお願い申し上げ︑一人でも多

万二千四百円

あいさつ

向上のにめにご活躍下ざるよう

二︑郵便番号を書いても︑府県

中里村青年会長

ヤマになる年のように思ってい

ます︒一夜の享楽的娯楽にひ

田村博康

私このたびの総会で四十三年 臼たる心は昔より現代の青年に多

制が完全に軌道に乗るまでは︑
まちがいを防6︑ために︑従来ど

度の中里村青年会の会長を拝命 ↑いのではなかろうか︒自分も

おり府県市郡町村名も記入して
ください︶

自分の側の番号も差出人住所と すぐれておりました岡村前会長︑ なくし︑会員の心を引き付ける 場として︑四十三年度の青年学

いたしました︒手腕力量ともに その一人だがこのような傾向を 学習︑レクリエーション活動の

に︑はみ出さないように書く︒

合わせて記入する︒

の後を引き継ぐことになりまし ためにも新しい事業を推進し 級を開設することになりまし

ロ︑書さ違えたときは︑横線で

・イ︑番号は記入ワクいっぱい ホ︑あて先の番号だけでなく︑

一次の点にご藷います．

便番号記入ワクのついたハガキ

③旧ハガキが売り切れ次第︑郵 市郡町村名は略さすに︒ ︵番号

騨ご連絡ください︒

期待しております︒

また推進員の方には何かとご

年＋月から︶

下さい︒皆様方の部落には︑栄 ②年金額の引上げ・︵昭和四十三
養改善推進員の方々がおられま

安くて栄養価の高いものが主 す︒この機会に料理の実習でも

このような栄養が考慮されてお
ります︒

蓼田沢局の配護怒九四九

︸です・

・①当村の郵便番号は次のとおり

鑛襲ぎる毒

嫁を動かすk．励︑りく力︶栄︑養

②体を作る︵録奪．宋．煮．一

とても︑わが家の家業には︑こ ③体の調子を整える栄養

便番号制
いよいよ実施へ
いたします．

番号簿未着はお申し出を

ものなのです︒なれるまでは︑

かたのために︑郵便局にはワク
のゴム印が用意してあります︶

お書き下ざい︒

こうと思っておりますので村民 ループ活動のかたちで実施しま

ふりしぽって︑事業に当ってゆ 年は中里村青年会と共催で︑グ

騨

＝⁝＝＝齢＝⁝＝一＝＝一＝≡ロ⁝＝＝＝＝＝＝＝≡⁝＝＝ー

おり︑金の如来像の伝説の伝

りがないが︑農業生産では田

マト︑牛︑豚と数えればきり

が目立って増加している︒

り︑カアチャンオペレーわ︑−

され一戸に二台の時代とな

毎年五〜十台の耕紘機が導入

蚕︑タパコ︑ホップ︑加工ト んでか否かは不明であるが︑

わる所で︑次郎兵工爺さんが

おり中でも養．蚕については中

沢地区のトップの座を占めて

らついて行く

れば一番後か

るか︑でなけ

人より早くや

如来寺気質というものがあ

落

③

魚沼笛一位である︒また数年

来寺部

の如来寺部落は﹁眠れる獅子﹂

であろう︒何はともあれ現在

ロ

といったいわ

現在進行中の開拓パイロッ

の感が強いが︑いつまでも眠

ゆる人並という事の嫌いな事

トにより六十ヘクタールの開

り続けるか︑あるいは目覚め

されたこともある︒

部落内における職業は近年

田が予定され︑これが完成す

女

落紹介V

るとすれぱ︑それは何事も他

背負った如来様を臼の上にお

聞かされたものである︒

く部

旧田沢に於いて地番の記号
は大体一部落

記号である
が︑如来寺と

田沢本村につ
いては同一記

工業︑サラリーマンと云った

れぱ古田とあわせ約百診の水

て大きく飛躍するかは︑ここ

何といっても農業が絶対に多

田となり七千俵の生産が見込

二〜三年が勝負時と思う︒

一般教養▽民踊フォークダンス
▽生花︑の五グルーブですが︑

▽郷土研究グループ▽パレーボ

このほかに▽農業研究グルーブ

ールグループ▽茶道グルーブを
近いうちにつくることにしてい

グループの集会は︑各グルー

ます︒

プとも大体月二回です︒このほ

学習とレクリェーションをおこ

か︑月一回の全体集会を開き︑

ないます︒各グルーブとも六月

中里村に居住する青少年は︑だ

上旬頃から活動をはじめます︒

さそいあって君も︑あなたもグ

れでも参加できます︒友だちを

なお︑青年学級グループ参加

ループに入うてください︒

事務局︵上原健︑村山詔平︶へ

申し込みは︑公民舘︑青年会の

連絡して下さい︒
﹂＝≡⁝＝⁝≡一−一＝≡⁝≡＝＝＝≡一⁝＝≡⁝≡＝＝＝ロ≡＝≡⁝≡≡≡一＝一≡≡⁝＝⁝≡一≡＝≡＝⁝⁝＝＝圃⁝＝⁝⁝≡≡⁝一＝⁝⁝⁝≡≡三閃一⁝⁝≡≡−

を容して︑米はもとより養 まれている︒この開田を見込

く︑田沢地区第一の誉地面積

ものも増 えて来てはいるが︑

号の﹁甲﹂を用いている︒

前には皇室へ献上の栗が栽培

ろした話は子どもの頃によく

如来寺とはその名の示すと

．＝＝口＝一＝⁝＝＝モ＝＝＝一＝＝＝≡⁝＝⁝＝⁝＝一＝⁝三＝＝三＝＝一⁝＝一＝＝＝＝＝鱗≡＝≡＝轄＝一＝⁝＝⁝一＝一一＝一＝

聞きますに︑なにをやるにも三 支援御協力を心からお願いいた

たわけですが︑いろノ￥な話を の皆様のあたたかい御理解と御 す︒グループは▽料理▽合唱▽

ですか︑それ以前でもどしどし 再発足以来今年三年目をむかえ

②家庭版郵便番号簿は︑六月十 番号は記入する︒ ︵ワクなしの ⑤番号制の正式実施は七月一日

械化にはどうしても欠かせない 一四九ー八五︒

鐸

なにかとわすらわしいことでし 日頃までに全家庭に霜配りしま 封筒やハガキを多量にお持ちの

額胡籠鶴藤糀

ようが︑次のことがらをご承知
の上︑なにとぞご協力をお願い
拶︑

村内小学校
合同運動会
初夏の太陽をあびながら︑豆
選手たちによって︑グランドい
q．ぱいに競技がくりひろげられ

盛大に初夏の合同運動会がおこ
なわれました︒

これは去る六月十一日︑田沢
校グランドに翁いて村内の五つ

の小学校︑四年生以上が参加し
ておこなわれたもので︑ス場行
進にはじまり︑合唱︑ラジォ体
操︑そして百麿競走︑足きり︑

五︑六年生男子の騎馬はちまき
とりと︑多彩な種目にポプラの

木影がら子どもづれの見物人も

たのしそうにながめていまし
た︒︻写頁ぱ初夏の穴空の下で
くりひろげられた合同運動会︼
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です︒中里村青年会に改称し︑

をあわせて記入するーという
抹消し︑その上部︵ワクの外︶に
へ
︑最近︑新住所居表示に変わ だが︑私ごとぎ弱輩がこの会の 希望大きな青春時代をともに語 た︒中里村公民舘では︑社会教
この制度は︑郵便の近代化︑機 ー八四︒土市局の配達区域は九 正しく書く︒
ったところにあてる場合は︑郵 長をおNせつかり軍配をふるう らいともに学べる青年会にな 育事業の一つとして︑毎年︑青
ハ︑記入ワクのない郵便物にも 便番号簿は旧町名で引く︒
なんてことは荷が重すぎるよう るよう役員ともぐ渾身の力を 年学級を開設していますが︑今

郵便のあて名に︑特別の番号

制が実施されます︒

いよい七月一日から郵便番号

郵

国民年金法等の

葉いもちの発生については六
①第一回成虫発生時期は並︑中 ①防除適期の決定は病害虫防除
②今後の気象の推移や発生予察
所や農業改良普及所と十分連絡 月下旬に明らかな予報が出るこ
協議する︒

多発地は多発するであろう︒
除に心がける︒

は六月三十日前後であろう︒

のではないかと思われます︒

一目見たきりで手がかかりお

したが⁝⁝

皆様方のお手許にお届け致しま

な食事作りを︶という献立表を として使われており人体に対し やって見たらいかがでしょう︒

昨秋農繁朝を健康に︵計画的

す︒

できる日はなかなか︑なかった あの献立表が作られたもので

は﹂と落ついて食事作りに専念

多種にわたっており︑﹁今日 為には︑この位の食串がどうし るために︑農繁期づかれを︑食

と休むひまもなく婦人の労働は

雪消えとともに農作業に．蚕業

生活ではないでしようか︒

な霧羅垂

農繁期の食生活について

世代の被害が激しくなるであろ する第一世代防除をおろそかに 特に山間山沿地帯とか︑水害跡

④被害は防除の手を抜くと第二
守り処理前後の水管理を適正に

りやや遅れるであろう︒山間部 らのないように注意する︒とく 年並かやN早目であろう︒

五日前後︑中越山沿いはこれよ ③散布濃度︑量︑散布などのむ 始めるのは六月二〜三半旬でΨ

①発生時期ー県内各地で発生し

③防除適期〜平坦部は六月二十

②発蛾量〜並〜やや多い︒前年 ②低毒性の殺虫剤は散布適期の

発蛾は乱れるおそれがある︒

越山沿いはやや遅れる見込み︒

︿発生予報﹀

︹一︺ニカメイチュゥ第一世代

本
金がかかりそうな 料理ばかりで

①
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